
【様式第1号】

自治体名：田原市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 132,431,987   固定負債 25,312,215

    有形固定資産 119,885,393     地方債 18,169,369

      事業用資産 56,074,603     長期未払金 -

        土地 18,158,913     退職手当引当金 6,151,856

        立木竹 -     損失補償等引当金 2,430

        建物 97,524,996     その他 988,559

        建物減価償却累計額 -61,347,815   流動負債 3,186,970

        工作物 2,941,173     １年内償還予定地方債 2,243,033

        工作物減価償却累計額 -1,781,310     未払金 -

        船舶 1,750     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -350     前受金 276

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 374,452

        航空機 -     預り金 313,795

        航空機減価償却累計額 -     その他 255,414

        その他 4,095 負債合計 28,499,184

        その他減価償却累計額 -4,095 【純資産の部】

        建設仮勘定 577,247   固定資産等形成分 140,154,610

      インフラ資産 61,213,338   余剰分（不足分） -27,087,241

        土地 17,225,992

        建物 277,574

        建物減価償却累計額 -68,129

        工作物 139,306,140

        工作物減価償却累計額 -95,777,207

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 248,969

      物品 6,301,409

      物品減価償却累計額 -3,703,957

    無形固定資産 159,075

      ソフトウェア 158,445

      その他 631

    投資その他の資産 12,387,518

      投資及び出資金 1,897,863

        有価証券 -

        出資金 1,897,863

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 221,893

      長期貸付金 673,550

      基金 9,614,637

        減債基金 -

        その他 9,614,637

      その他 -

      徴収不能引当金 -20,425

  流動資産 9,134,567

    現金預金 1,288,118

    未収金 124,231

    短期貸付金 23,348

    基金 7,699,276

      財政調整基金 7,699,276

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -406 純資産合計 113,067,369

資産合計 141,566,554 負債及び純資産合計 141,566,554

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：田原市

会計：一般会計等 （単位：千円）

  経常費用 34,851,472

    業務費用 18,613,969

      人件費 5,967,845

行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

        その他 1,272,083

      物件費等 12,458,899

        物件費 5,393,634

        職員給与費 4,030,644

        賞与等引当金繰入額 374,452

        退職手当引当金繰入額 290,666

      その他の業務費用 187,226

        支払利息 104,656

        徴収不能引当金繰入額 20,831

        維持補修費 1,123,104

        減価償却費 5,942,161

        その他 -

      社会保障給付 3,643,107

      他会計への繰出金 733,147

      その他 129,082

        その他 61,738

    移転費用 16,237,502

      補助金等 11,732,166

6,208

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,389,917

    使用料及び手数料 530,798

    その他 859,119

    その他 608

純行政コスト 33,452,753

    その他 -

  臨時利益 15,009

    資産売却益 14,402

    資産除売却損 6,208

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 33,461,555

  臨時損失



【様式第3号】

自治体名：田原市

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 117,011,776 141,132,658 -24,120,882

  純行政コスト（△） -33,452,753 -33,452,753

  財源 29,479,602 29,479,602

    税収等 17,939,531 17,939,531

    国県等補助金 11,540,071 11,540,071

  本年度差額 -3,973,151 -3,973,151

  固定資産等の変動（内部変動） -996,443 996,443

    有形固定資産等の増加 4,835,080 -4,835,080

    有形固定資産等の減少 -5,948,369 5,948,369

    貸付金・基金等の増加 1,128,222 -1,128,222

    貸付金・基金等の減少 -1,011,377 1,011,377

  資産評価差額 29,484 29,484

  無償所管換等 -11,088 -11,088

  その他 10,349 - 10,349

  本年度純資産変動額 -3,944,406 -978,047 -2,966,359

本年度末純資産残高 113,067,369 140,154,610 -27,087,241

純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日



【様式第4号】

自治体名：田原市

会計：一般会計等 （単位：千円）

資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 28,954,094

    業務費用支出 12,716,592

      人件費支出 6,036,415

      物件費等支出 6,516,738

      支払利息支出 104,656

      その他の支出 58,783

    移転費用支出 16,237,502

      補助金等支出 11,732,166

      社会保障給付支出 3,643,107

      他会計への繰出支出 733,147

      その他の支出 129,082

  業務収入 30,267,830

    税収等収入 17,933,050

    国県等補助金収入 10,952,992

    使用料及び手数料収入 532,086

    その他の収入 849,702

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,313,735

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,458,249

    公共施設等整備費支出 4,531,494

    基金積立金支出 768,755

    投資及び出資金支出 44,800

    貸付金支出 113,200

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,386,752

    国県等補助金収入 587,079

    基金取崩収入 669,123

    貸付金元金回収収入 116,148

    資産売却収入 14,402

    その他の収入 -

投資活動収支 -4,071,497

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,371,520

    地方債償還支出 2,148,513

    その他の支出 223,008

  財務活動収入 5,009,600

    地方債発行収入 5,009,600

前年度末歳計外現金残高 314,365

本年度歳計外現金増減額 -570

本年度末歳計外現金残高 313,795

本年度末現金預金残高 1,288,118

    その他の収入 -

財務活動収支 2,638,080

本年度資金収支額 -119,683

前年度末資金残高 1,094,006

本年度末資金残高 974,323


